
クリーニングと公衆衛生に関する

研 究 報 告 書

第 46 巻

■ 令 和 元 年 度 ■

令和２年 4月 12 日

クリーニングと公衆衛生に関する研究委員会
委　員　長

相　澤　好　治
（北里大学名誉教授）

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
と
公
衆
衛
生
に
関
す
る
研
究
報
告
書

第
46
巻
　
令
和
元
年
度



— —1

は じ め に

　本年度の初めには思いもしなかった新型コロナウイルス感染症の流行により、社会全体に大
きな影響が及んでいる今日この頃ですが、会員の皆様も厳しい状況の中、日々過ごされている
ことと存じます。そのような中、本年度も研究に対してご理解頂き、貴重なご支援を頂きました
ことに御礼申し上げます。会員の皆様のご理解とご支援に支えられた「クリーニングと公衆衛
生に関する研究」、令和元（2019）年度のご報告の時期となりました。
　感染症予防に大きな焦点が当てられている現在ですが、クリーニング業には、クリーニング
によって清潔な衣類、寝具などを提供し、感染症予防に貢献する大きな役割があります。感染
症予防に関しては、衣類などからの細菌の排除が変わらず重要ですが、クリーニングに使用さ
れる洗剤は多くの種類があり、様々な形で存在する細菌に対してどのような条件で殺菌効果を
発揮するかの研究、更にその殺菌の効果をどのような形で定量化するかの研究が必要です。
　一方、クリーニング業従事者の健康保持・推進のための研究も必要で、クリーニング店に持
ち込まれる衣類には、細菌のみならず真菌（カビ）が付着している可能性がありますが、どの
程度、真菌が存在し、健康に影響する真菌が存在するかを検討する必要があります。
　また、溶剤が、真菌のような因子があるような状況で皮膚に影響を及ぼすかについての研究、
クリーニング従事者全体の死亡要因、特に悪性新生物（がん）の死亡が過剰に起こっているの
かどうかについての研究も、クリーニング従事者の健康管理のために引き続き必要です。
　以上から、これまでの研究を踏まえ、今年度の研究課題が設定されました。

１．クリーニング未洗濯衣類のカビ調査研究（2019 年度）
　　－未洗濯衣類（ズボン）のカビ調査－
� （高鳥浩介・NPO 法人カビ相談センター理事長）
２．�クリーニングに使用される洗剤が抗菌活性を示す最適条件の決定と� � �

共存細菌の及ぼす影響について
� （大﨑敬子・杏林大学医学部感染症学講座准教授）
３．クリーニング用洗剤曝露後の生残菌の定量的検出法の開発
� （三好伸一・岡山大学大学院医歯薬学総合研究科教授）
４．�ドライクリーニング用石油系溶剤及びテトラクロロエチレンの皮膚障害：� � �

ヒト不死化皮膚細胞 HaCaT の活性化の検討とサイトカイン遺伝子発現への影響
� （角田正史・防衛医科大学校衛生学公衆衛生学講座教授）

委 員 長　　相 澤 好 治�
北里大学名誉教授・（一社）日本繊維状物質研究協会理事長
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５．クリーニング業従事者の悪性新生物による過剰死亡の検討
　　―平成 30 年単年と平成 26 年から平成 30 年の 5 年間の死亡データを用いた解析―
� （堤　明純・北里大学医学部公衆衛生学教授）

　以上のようにテーマを設定し研究を行い一定の成果を得ました。研究成果をクリーニング事
業の現在及び将来に生かすための発信に、この報告書がなれば幸いです。
　今年度の本研究委員会の運営につきまして、例年に引き続き、橋本博、篠田純男、本田武司、
中村賢各先生を相談役とし、厚生労働省医薬生活衛生局生活衛生課担当官のご助言を得て、検
討を行いました。

令和元年度研究課題と研究の概要

１．クリーニング未洗濯衣類のカビ調査研究（2019年度）

　　－未洗濯衣類（ズボン）のカビ調査－（高鳥浩介理事長）

　都内クリーニング６店の協力でクリーニング持ち込みズボンのカビ調査を夏期及び冬期に
行った。ズボンは上部（ポケット部分）と下部（裾部分）を対象として調査した。夏期および
冬期のズボン上下のカビ量については、夏期のズボン上下の総数によるカビ量は（上 4.69、下
11.16）の 15.85 であり、冬期のズボン上下の総数によるカビ量は（上 10.91、下 5.59）の 16.50 で
あった。夏期および冬期のズボンでのカビ量はほぼ同じであった。ズボン上下の主要カビ種
は、アオカビとクロカビであり、ともに夏期に多く冬期は少なかった。夏期および冬期でのズボ
ン上下にみるカビ量は、夏期ではズボン下が多く、冬期ではズボン上が多い逆転結果であった。
これらのカビについて健康被害にかかわる有害カビ種の評価を行ったところ有害カビに該当す
る種は確認されなかった。

２．�クリーニングに使用される洗剤が抗菌活性を示す最適条件の決定と� � �

共存細菌の及ぼす影響について（大﨑敬子准教授）

　ドライクリーニングには界面活性剤（アニオン、カチオン、ノニオン）などを含む専用洗剤が
使用されている。溶媒や界面活性剤の抗菌活性については、細菌が水層に分布するか、油層に
分布するかによって培養法による生菌数の算定結果が異なる可能性が考えられた。また、使用
する洗剤には防腐剤が添加されており、この干渉も懸念された。今回の検討ではサンプルの全
量を培地に塗布することで、水層と油層を合わせたサンプル内の生菌数を算定する実験方法と
した。また、生菌数算定のために用いる培地として防腐剤を不活化する SCDLPA 培地を使うこ
とで添加物の干渉を除外した。方法については各被験菌液および各被験菌液―セパシア菌混合
液を等量のリン酸緩衝液、石油系溶媒、0.5% アニオン洗剤添加石油系溶媒、0.5% カチオン洗剤
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添加石油系溶媒と混合し激しく攪拌した。混合液全量を SCDLPA 培地に塗布後、24 時間培養
し形成されたコロニーを生菌数として算定した。結果は大腸菌、緑膿菌、セレウス菌において、
リン酸緩衝液と混合攪拌したコントロールの生菌数と比較して、石油系溶媒および洗剤添加溶
媒と混合攪拌したサンプルの生菌数は有意に低下した。環境細菌としてセパシア菌と混合した
菌液を用いた実験において、緑膿菌とセレウス菌に関して同様に、石油系溶媒および洗剤添加
溶媒と混合攪拌したサンプルの生菌数が有意に減少した。大腸菌はセパシア菌と混合した菌液
を用いた実験では、有意な差は認められなかったものの、生菌数減少の傾向が観察された。以
上より大腸菌、緑膿菌、セレウス菌は油溶媒および洗剤との接触により生菌数が減少し、その
抗菌活性は環境細菌により影響を受けることはなかった。

３．クリーニング用洗剤曝露後の生残菌の定量的検出法の開発（三好伸一教授）

　直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム（LAS：クリーニング用洗剤に含まれる界面活性
剤）の殺菌作用を定量化するために開発した DNase-qPCR 法（DNase�I 処理を併用した qPCR
法）の有効性を検証するため、この測定法を土壌微生物試料に適用した。生菌試料は
Pseudomonas�sp.�NLA4 株（LAS 感受性株）を培養して調製し、死菌試料は生菌試料を 100℃
で5分間加熱処理して調製した。土壌微生物試料は土壌を生理食塩水に懸濁し、その上清を回収
して調製した。微生物試料 0.5�mL を 2.0％ LAS に 25℃で 30 分間曝露させた後、0.5％ Zr（OH）4�
1.0�mL を加えた。微生物を Zr（OH）4 に吸着させるため、室温で 10 分間保温した。Zr（OH）4 に
吸着した微生物を遠心操作によって回収した。その後、死菌由来のDNAを分解するため、DNase�
I（10�U）で 37℃，2 時間処理した。そして、16S�rDNA の保存領域を標的とした qPCR を行った。
最初に、過剰量の死菌存在下において DNase-qPCR 法の有効性を検討した。NLA4 株の生菌と
死菌を 1：9 の割合（DNA 量の割合は 1：5）で混合し、LAS への曝露、DNase�I 処理、および
qPCR 増幅を順次行った。その結果、残存する DNA 量が 30％にまで減少し、多数の死菌が存在
する土壌微生物試料に対しても、DNase-qPCR 法が適用可能であることが示された。土壌から調
製した微生物試料で DNase-qPCR 法の有効性を検討した結果は、LAS への曝露後に DNase�I 処
理を行った場合でも 90％の DNA が残存していた。この結果は、土壌微生物の大部分が LAS 曝
露に抵抗性を示したことを強く示唆している。以上より、DNase�I 処理では，死菌由来の DNA を
十分に分解することができない可能性が示された。

４．��ドライクリーニング用石油系溶剤及びテトラクロロエチレンの皮膚障害：�� �

ヒト不死化皮膚細胞HaCaTの活性化の検討とサイトカイン遺伝子発現への影響�

� （角田正史教授）

　ドライクリーニングで使用される石油系溶剤、テトラクロロエチレンの皮膚影響について、環
境要因である真菌に注目し、真菌由来のトリコフィチンによるヒト表皮角化細胞 HaCaT 細胞の
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活性化（活性化の条件をトリコフィチンの濃度を変えることによって検討することを含む）を行
い、HaCaT 細胞において石油系溶剤及びテトラクロロエチレンの曝露が、炎症に関わるサイト
カイン、TNFα及び IL-1αのmRNA 発現に影響を及ぼすか検討した。方法については、HaCaT
細胞に、培養液中の最終濃度として、石油系溶剤 0,�25,�50μg/ml,　テトラクロロエチレン 0,�50,�
125,�250μg/ml と設定し曝露し、トリコフィチンを 10-4�PNU/ml または 10-3PNU/ml ずつ添加す
ることによって細胞を活性化し、培養後、TNFα及び IL-1αに関して被験物質曝露によって
mRNA 発現が変化するか検討した。トリコフィチン濃度 10-3PNU/ml で活性化した場合、石油
系溶剤の曝露では、TNFαについては群間で差がなかったが、IL-1αについては 25μg/ml 曝
露群で高い値を示した。テトラクロロエチレンの曝露では、TNFαについては 125μg/ml 曝露
群、250μg/ml 曝露群で高い値を示し、IL-1αについては全ての曝露群で高値を示した。トリコ
フィチン濃度を 10-4PNU/ml とした場合、石油系溶剤、テトラクロロエチレン共に、TNFα、IL-1
αについて群間で差がなかった。石油系溶剤に関して真菌で角化細胞に活性化が起こる条件下
では IL-1αを介して炎症を起こす可能性がある。テトラクロロエチレンに関しては真菌で角化
細胞に活性化が起こる条件下では、IL-1αや TNFαを介して炎症が起こる可能性がある。

５．�クリーニング業従事者の悪性新生物による過剰死亡の検討� � � �

―平成 30年単年と平成 26年から平成 30年の５年間の死亡データを用いた解析―�

� （堤明純教授）

　小規模事業所が多く、発がん性物質であるテトラクロロエチレンを取り扱っていたクリーニ
ング業界では、悪性新生物による過剰死亡や、がん検診の受診率が低いことが指摘されている。
そこで、本研究では、全国クリーニング生活衛生同業組合連合会に加入する組合員の死亡の状
況を把握するために、全国クリーニング生活衛生同業組合連合会全国生命共済制度のデータを
用いた調査を実施した。過去 4 年間に構築したデータベースに、平成 30 年度に提出された生命
共済加入者が死亡時に提出する共済金請求書類について、死因、生年月日、死亡年月日、性別
を追加し、エクセルを用いてデータベースを更新した。更に、平成 26 年度から平成 30 年度の
データベースを統合した。男女別死因別に集計し、全死亡と全悪性新生物による死亡について、
人口動態統計をもとに標準化死亡比（SMR）とその 95％信頼区間を算出した。平成 30 年の結
果の粗死亡率は、人口千人当たり、全死亡が男性 3.7、女性 2.7、全悪性新生物による死亡は、男
性 1.7、女性 1.4 であった。全死亡に対する SMR は、男性 49.9（26.3-92.3）、女性 62.9（12.6-155.4）
だった。全悪性新生物に対する SMR は、男性 55.5（20.4-137.7）、女性 64.7（11.2-261.0）だった。
５年間をまとめた結果の粗死亡率は、人口千人当たり、全死亡が男性 6.7、女性 2.9、全悪性新
生物による死亡は、男性3.5、女性1.8であった。全死亡に対するSMRは、男性84.7（54.0-131.3）、
女性 70.5（25.2-177.2）だった。全悪性新生物に対する SMR は、男性 104.5（55.3-192.2）、女性
87.1（22.5-277.5）だった。平成 30 年の単年度調査については、男性について全国よりも全死亡
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の SMR が低い結果が得られた。また、平成 26 年から 30 年の５年間の調査をまとめた結果で
は、男女ともに全死亡、全悪性新生物による死亡のいずれについても全国と比較して SMR に違
いを認めなかった。

　以上、５つの研究課題の概要を紹介致しました。クリーニング業にとって、その社会的使命
を果たすための有用な情報を提供し、かつクリーニングにおけるより快適な職場に繋がる知見
であると考えます。最後になりましたが、各分担研究者、ご協力、ご支援を頂いた関係各位に
対し、深甚な謝意を表します。

令和２年４月
　委員長　相澤　好治��（北里大学名誉教授、（一社）日本繊維状物質研究協会理事長）
　相談役　橋本　　博　（元海外渡航者健康管理協会理事長）
　　　　　篠田　純男　（岡山大学名誉教授）
　　　　　本田　武司　（（一財）阪大微生物病研究会技術顧問）
　　　　　中村　　賢　（北里大学名誉教授・（一社）健康評価施設査定機構理事）
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令和元年度　研究課題及び研究者

研究課題 研究者氏名 頁

クリーニング未洗濯衣類のカビ調査研究（2019年度）
―未洗濯衣類（ズボン）のカビ調査―

NPO法人カビ相談センター
� 高鳥　浩介
� 富坂　恭子
� 高鳥　美奈子
� 村松　芳多子
� 太田　利子
� 田中　礼子
� 可児　朗子
� 口地　眞智子

7

クリーニングに使用される洗剤が抗菌活性を示す��
最適条件の決定と共存細菌の及ぼす影響について

杏林大学医学部感染症学講座
� 大﨑　敬子
杏林大学大学院医学研究科
共同研究施設部門実験動物施設部門
� 北条　　史

19

クリーニング用洗剤曝露後の生残菌の� � �
定量的検出法の開発

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科
� 三好　伸一

23

ドライクリーニング用石油系溶剤及び� � �
テトラクロロエチレンの皮膚障害：� � �
ヒト不死化皮膚細胞HaCaTの活性化の検討と� �
サイトカイン遺伝子発現への影響

防衛医科大学校衛生学公衆衛生学
� 角田　正史

27

クリーニング業従事者の悪性新生物による過剰
死亡の検討
―平成30年単年と平成26年から平成30年の５年間
の死亡データを用いた解析―

北里大学医学部公衆衛生学
� 堤　　明純
� 江口　　尚

35
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クリーニング未洗濯衣類のカビ調査研究（2019年度）
－未洗濯衣類（ズボン）のカビ調査－

NPO法人カビ相談センター　高鳥浩介　富坂恭子　高鳥美奈子　村松芳多子
太田利子　田中礼子　可児朗子　　口地眞智子

Ⅰ. 目的

　2017，2018年度は，都内のクリーニング店様
に協力をお願いして店内のカビ環境調査を行っ
てきた。背景として全ク連会員様から利用者の
未洗濯物を預かることで従事環境及び事業者の
健康面を危惧されていたことによる。
　そこで空気環境調査として浮遊カビと汚れの
起こりやすい箇所での付着カビ調査を2年間に
わたり実施してきた。
　その調査結果をみると，浮遊カビは季節にか
かわりなくほぼ同じ傾向を示した。ところが，
付着カビとそのカビ量は未洗濯衣類や未洗濯物
置き場周辺で明らかに多く，主要カビ種も多種
確認されることがわかった。
　そこで2019年度は，今までの調査結果を背景
に焦点を絞り作業環境や健康面から未洗濯衣類
を対象としてカビ調査を進めてみる計画をたて
た。この調査の背景として会員の環境衛生及び

No. 上/下 男/女 大人/子供 素　材 特　徴
A 1-1 上側 男 大人 ポリエステル65％

複合繊維35％
汚れ程度：中
動物の毛多数A 1-2 下側

A 2-1 上側 男 大人 綿98％
ポリウレタン2％ 運動用　汚れ程度：大A 2-2 下側

A 3-1 上側 男 子供 ウール100％ Gパン　汚れ程度：小A 3-2 下側
A 4-1 上側 女 大人 ウール87％

ナイロン12％ 汚れ程度：小A 4-2 下側
A 5-1 上側 女 大人 ポリエステル100％ 作業用ズボン

汚れ程度：中A 5-2 下側

表1　　調査ズボン例

店名　ｘｘｘクリーニング店�　採材日　：　2019年7月4日～7日

健康面に寄与することを目的とし，未洗濯衣類
のうちズボンに限定してカビ調査を実施した。

Ⅱ. 調査及び試験法

　全ク連会員様の店舗に持ち込まれた未洗濯物
ズボンから年２回(夏冬)採材し，カビ調査を実
施した。
調査内容

１）�対象クリーニング店　　全ク連会員:都内６
店（全ク連事務局からの推薦店）

　　　店舗名：A��B��C��D��E��F　それぞれの店舗
２）調査時期　　夏（６月）　冬（１月）
３）調査ズボン　持ち込まれたズボン約５点（各店）
　　　�調査ズボンについては各店に依頼し記載

していただいた。調査依頼表の記載例は
表１のとおりである。
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４）調査部位
　　　�ズボン上部（右ポケット内側）およびズ

ボン下部（右裾内側）に統一した（図１）。

試験法及び評価等

１．ズボンのカビ調査法

①�ズボン　右ポケット内側(上)，右裾内側(下)

の２か所（約10×10㎠）をドレッシングテー
プ（テガダーム　3M社製　6×7cm）で密着
し採材した。また各ズボンについて　男・女，
大人・子供，素材，特徴（特に汚れ程度など）
を記録し，各クリーニング店様からカビ相談
センターに送付していただいた。
②�ドレッシングテープから速やかにカビ用培地
（ポテト・デキストロース寒天平板培地）に貼
付し，25℃，７－10日間培養した。
③�培養後，カビの発生程度及び同定を行った。
　�培養結果の解析は，ズボンの上部と下部でカ

ビ量および同定による分布の状況等について
比較を行った。

２．本事業での報告書の取扱い

　全ク連加盟協力店様がお客様からの衣料品
（ズボン）について正しく理解していただくため
に本事業を実施した。この事業は�全ク連のご協
力により実施するもので報告書にまとめるが，

個人名を特定することはない。

３．�カビ量評価規準（NPO法人カビ相談セン

ターによる）

　ズボンのカビによる汚れ程度について規格規
準はないが，弊センター規格により評価した（表
２）。

Ⅲ. 調査結果

　夏期および冬期に調査を行ったズボンのカビ
調査結果を表３および表４にまとめた。
１）クリーニング持ち込みズボンの内容

　　�夏期および冬期で調査ズボンの内容や状況
を男女比，大人子供，素材，持ち込み時の
汚れ具合などについて情報をまとめた。

　　①�夏期32点。男性28点，女性４点と男性
が多かった。

　　　大人のみであった。
　　�　�素材はほとんどがウールで他にポリエス

テル，ポリウレタンなど。
　　�　�汚れは様々で強い，中程度，少ないであっ

た。
　　②�冬期32点。男性25点，女性７点と男性

が多かった。
　　　大人のみであった。
　　�　�素材はウールがやや多く，他にポリエス

テル，ポリウレタンなど。

図１　ズボンからの採材位置

腰周辺側（上）
右ポケット内側

右足元側（下）
右裾内側

評価規準 ズボンへのカビ付着程度

A カビ数　0～5
カビが認められないか少ない
極めて清浄

B 6～10
少量のカビが認められる
清浄

C 11～30
カビが認められつつある
クリーニング：要または
不要

D 31以上
著しくカビが認められる
クリーニング：要

表２　ズボン汚れ程度の評価規準
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表3　�A-Fクリーニング店�ズボン夏期結果

店名　Aクリーニング店　採材日：2019 年 6月 6日
ズボン No. 上 / 下 男 / 女 大人 / 子供 素　材 特　徴

1-1 上側 男 大人 綿 汚れ程度：中1-2 下側
2-1 上側 男 大人 ウール 汚れ程度：中2-2 下側
3-1 上側 男 大人 ウール 汚れ程度：中3-2 下側
4-1 上側 男 大人 ウール 汚れ程度：中4-2 下側
5-1 上側 男 大人 ウール 汚れ程度：中5-2 下側

結果
ズボン No. CFU 主なカビ

1-1 4 アオカビ (2)，クロカビ (2)
1-2 16 アオカビ (8)，クロカビ (5)
2-1 0
2-2 16 クロカビ (12)，アオカビ (4)
3-1 12 アオカビ (5)，クロカビ (5)，ペシロミセス (2)
3-2 4 アオカビ (3)
4-1 4 アオカビ (2)，クロコウジカビ (2)
4-2 4 クロカビ (2)，アオカビ (2)
5-1 2 カワキコウジカビ (2)
5-2 8 アオカビ (8)

店名　B�クリーニング店　採材日：2019 年 6月 8日～ 21 日
No. 上 / 下 男 / 女 大人 / 子供 素　材 特　徴
1-1 上側 女 大人 ウール1-2 下側
2-1 上側 男 大人 ウール2-2 下側
3-1 上側 男 大人 ポリエステル 汚れ程度：中3-2 下側
4-1 上側 女 大人 コットン4-2 下側
5-1 上側 男 大人 ナイロン5-2 下側

結果
No. CFU 主なカビ
1-1 10 クロカビ (5)，アオカビ (4)
1-2 19 クロカビ (8)，バージカラー・コウジカビ (6)，アオカビ (5)
2-1 10 アオカビ (6)，アカカビ (3)
2-2 8 アオカビ (6)，カワキコウジカビ (2)
3-1 6 アオカビ (3)，アカカビ (3)
3-2 31 クロカビ (11)，ススカビ (8)，アオカビ (8)
4-1 4 アオカビ (2)，クロカビ (2)
4-2 6 アオカビ (4)，クロカビ (2)
5-1 0
5-2 6 酵母 (4)，クロカビ (2)
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店名　Cクリーニング店　採材日：2019 年 6月 22 日～ 24 日
No. 上 / 下 男 / 女 大人 / 子供 素　材 特　徴
1-1 上側 男 大人 綿 100％ チノパン1-2 下側
2-1 上側 男 大人 毛 100％ 背広上下のズボン2-2 下側
3-1 上側 男 大人 毛 100％ 適度な汚れあり3-2 下側
4-1 上側 男 大人 毛 100％ かなりひどい汚れ4-2 下側
5-1 上側 男 大人 毛 100％ キレイに着ていそう5-2 下側
6-1 上側 女 大人 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 95％

ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ  5％
ゴルフズボン
泥汚れあり6-2 下側

結果
No. CFU 主なカビ
1-1 6 アオカビ (5)，
1-2 13 クロカビ (11)，アオカビ (2)
2-1 4 アオカビ (2)，カワキコウジカビ (2)
2-2 3 クロカビ (3)
3-1 0
3-2 2 クロカビ (2)
4-1 9 クロカビ (5)，アオカビ (3)
4-2 7 アオカビ (3)，クロカビ (2)，酵母 (2)
5-1 0
5-2 6 アオカビ (3)，クロカビ (2)
6-1 6 アオカビ (2)，クロカビ (2)，ペシロミセス (2)
6-2 28 クロカビ (19)，アオカビ (7)，酵母 (2)

店名　Dクリーニング店　採材日：2019 年 6月 19 日
No. 上 / 下 男 / 女 大人 / 子供 素　材 特　徴
1-1 上側 男 大人 ポリエステル

レーヨン
汚れ程度：中
フランスレストラン1-2 下側

2-1 上側 男 大人 ポリエステル 汚れ程度：中2-2 下側
3-1 上側 男 大人 ウール 汚れ程度：中3-2 下側
4-1 上側 男 大人 ウール 汚れ程度：中

古い4-2 下側
5-1 上側 男 大人 ウール 汚れ程度：中5-2 下側

結果
No. CFU 主なカビ
1-1 5 アオカビ (2)，クロカビ (2)
1-2 2 クロカビ (2)
2-1 1 クロコウジカビ (1)
2-2 0
3-1 3 アオカビ (2)，クロカビ (1)
3-2 8 クロカビ (6)， アオカビ (2)
4-1 11 酵母 (9)，アオカビ (2)
4-2 2 アオカビ (1)，クロカビ (1)
5-1 3 アオカビ (2)
5-2 46 クロカビ (32)，酵母 (12)，アオカビ (2)
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店名　Eクリーニング店　採材日：2019 年 6月 7日～ 12 日
No. 上 / 下 男 / 女 大人 / 子供 素　材 特　徴
1-1 上側 男 大人 毛 100％

モヘア 30％1-2 下側
2-1 上側 男 大人 毛 100％2-2 下側
3-1 上側 男 大人 毛 15％

ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 85％3-2 下側
4-1 上側 女 大人 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 80％

綿 20％ 病院白衣4-2 下側
5-1 上側 男 大人 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 80％

綿 20％ 食べ物屋白衣5-2 下側
6-1 上側 男 大人 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 100％ ゴルフズボン6-2 下側

結果
No. CFU 主なカビ
1-1 2 酵母 (2)
1-2 4 アオカビ (2)，クロカビ (2)
2-1 3 アオカビ (3)
2-2 2 アオカビ (2)
3-1 0
3-2 4 アオカビ (2)，クロカビ (2)
4-1 10 アオカビ (6)，カワキコウジカビ (3)，クロカビ (1)
4-2 8 アオカビ (4)，クロカビ (3)，カワキコウジカビ (1)
5-1 2 アオカビ (2)
5-2 6 クロカビ (6)
6-1 3 アオカビ (2)，クロコウジカビ (1)
6-2 29 アースリニウム (8)，クロカビ (7)，酵母 (6)，モニリエラ (6)，アオカビ (2)

店名 F�クリーニング店　採材日：2019 年 6月 8日～ 13 日
No. 上 / 下 男 / 女 大人 / 子供 素　材 特　徴
1-1 上側 男 大人 ウール 汚れ程度：中1-2 下側
2-1 上側 男 大人 ウール 汚れ程度：中2-2 下側
3-1 上側 男 大人 綿 59％

ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 38％ 汚れ程度：中3-2 下側
4-1 上側 男 大人 綿 100％ 汚れ程度：大4-2 下側
5-1 上側 男 大人 ウール 汚れ程度：中5-2 下側

結果
No. CFU 主なカビ
1-1 10 アオカビ (6)， クロカビ (2)，酵母 (2)
1-2 18 アオカビ (12)，クロカビ (4)，カワキコウジカビ (2)
2-1 10 アオカビ (6)，クロカビ (4)
2-2 8 アオカビ (4)，クロカビ (4)
3-1 6 アオカビ (2)，クロカビ (2)，ペシロミセス (2)
3-2 31 アオカビ (18)，クロカビ (7)，クロコウジカビ (3)， 酵母 (2)
4-1 4 アオカビ (2)，クロカビ (2)
4-2 7 酵母 (4)， アオカビ (1)，クロコウジカビ (1)
5-1 0
5-2 7 クロカビ (3)，アオカビ (2)，酵母 (2)
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表４　A-F クリーニング店�ズボン冬期結果

店名　Aクリーニング店　採材日：2020 年 1月 18 日
No. 上 / 下 男 / 女 大人 / 子供 素　材 特　徴
1-1 上側 女 大人 綿 汚れ程度：中1-2 下側
2-1 上側 男 大人 ポリエステル 汚れ程度：中2-2 下側
3-1 上側 男 大人 ウール 汚れ程度：中3-2 下側
4-1 上側 男 大人 ポリエステル 汚れ程度：中4-2 下側
5-1 上側 男 大人 ウール5-2 下側

結果
No. CFU 主なカビ
1-1 18 酵母 (12)，黒色酵母様菌 (2)
1-2 24 酵母 (14)，黒色酵母様菌 (2)
2-1 12 クロカビ (8)，ススカビ (2)，酵母 (2)
2-2 2 酵母 (2)
3-1 2 アオカビ (1)
3-2 6 アオカビ (2)，クロカビ (2)
4-1 12 クロカビ (6)，アオカビ (4)
4-2 4 アオカビ (3)，クロカビ (1)
5-1 9 クロカビ (2)，黒色酵母様菌 (2)，ケカビ (2)
5-2 2 クロカビ (2)

店名　Bクリーニング店　採材日：2020 年 1月 17 日～ 23 日
No. 上 / 下 男 / 女 大人 / 子供 素　材 特　徴
1-1 上側 女 大人 ナイロン 85％

ポリウレタン 15％ 汚れ程度：中1-2 下側
2-1 上側 男 大人 コットン 98％

ポリウレタン 2％ ゴルフズボン2-2 下側
3-1 上側

女 大人
ポリエステル 63％
レーヨン 33％
ポリウレタン 4％3-2 下側

4-1 上側 男 大人 コットン 99％
ポリウレタン 1％4-2 下側

5-1 上側 男 大人 ウール 100％5-2 下側
結果

No. CFU 主なカビ
1-1 5 クロコウジカビ (5)
1-2 1 クロコウジカビ (1)
2-1 9 ススカビ (4)，アカカビ (3)，クロカビ (2)
2-2 7 クロカビ (2)，アースリニウム (2)，黒色酵母様菌 (2)
3-1 2 クロカビ (2)
3-2 1 アカカビ (1)
4-1 4 クロカビ (2)，クモノスカビ (2)
4-2 5 アオカビ (3)，クロカビ (2)
5-1 2 アオカビ (1)，クロカビ (1)
5-2 2 クモノスカビ (2)
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店名　Cクリーニング店　採材日：2020 年 1月 12 日～ 24 日
No. 上 / 下 男 / 女 大人 / 子供 素　材 特　徴
1-1 上側 男 大人 毛 100％ 背広上下のズボン

汚れ程度：キレイ1-2 下側
2-1 上側 男 大人 ポリエステル

100％
作業事務所の作業ズボン
汚れ程度：強2-2 下側

3-1 上側 男 大人 毛 100％ スラックス
汚れ程度：強3-2 下側

4-1 上側
男 大人

ポリエステル 48％
レーヨン 35％　
アクリル 15％
ポリウレタン 2％

スラックス
汚れ程度：強4-2 下側

5-1 上側 男 大人 綿 100％ チノパン
汚れ程度：強5-2 下側

結果
No. CFU 主なカビ
1-1 2 アオカビ (1)，クロカビ (1)
1-2 1 クロカビ (1)
2-1 4 アオカビ (2)，クロカビ (2)
2-2 3 バージカラー・コウジカビ (2)，クロカビ (1)
3-1 5 アオカビ (2)，クロカビ (1)
3-2 5 クロカビ (3)，アオカビ (1)，クロコウジカビ (1)
4-1 78 バージカラー・コウジカビ (36)，クロカビ (24)，アオカビ (18)
4-2 14 クロカビ (6)，バージカラー・コウジカビ (5)，アオカビ (3)
5-1 13 クロカビ (11)，アオカビ (2)
5-2 14 クロカビ (12)，バージカラー・コウジカビ (2)

店名　Dクリーニング店　採材日：2020 年 1月 31 日
No. 上 / 下 男 / 女 大人 / 子供 素　材 特　徴
1-1 上側 男 大人 綿 G パン1-2 下側
2-1 上側 男 大人 ウール 背広上下2-2 下側
3-1 上側 男 大人 ウール 背広上下3-2 下側
4-1 上側 男 大人 ウール 古い4-2 下側
5-1 上側 男 大人 ウール5-2 下側
6-1 上側 女 大人 ウール6-2 下側

結果
No. CFU 主なカビ
1-1 18 クロコウジカビ (6)，アオカビ (4)，クモノスカビ (3)
1-2 5 アオカビ (3)，ペシロマイセス (2)
2-1 36 アオカビ (24)，ペシロマイセス (6)
2-2 20 アオカビ (12)，ペシロマイセス (6)，クロカビ (2)
3-1 10 アオカビ (6)，クロカビ (2)，酵母 (2)
3-2 2 アオカビ (2)
4-1 4 アオカビ (2)，酵母 (2)
4-2 2 アオカビ (1)，クモノスカビ (1)
5-1 4 アオカビ (3)，酵母 (1)
5-2 1 アクレモニウム (1)
6-1 16 クロカビ (6)，ススカビ (2)，黒色酵母様菌 (2)
6-2 5 クロカビ (2)，アオカビ (1)，ススカビ (1)，ケタマカビ (1)
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店名　Eクリーニング店　採材日：2020 年１月 23 日
No. 上 / 下 男 / 女 大人 / 子供 素　材 特　徴
1-1 上側 男 大人 ポリエステル1-2 下側
2-1 上側 男 大人 綿，ポリエステル 病院検査着2-2 下側
3-1 上側 男 大人 ウール3-2 下側
4-1 上側 男 大人 綿 G パン4-2 下側
5-1 上側 女 大人 ポリエステル5-2 下側
6-1 上側 女 大人 綿 G パン6-2 下側

結果
No. CFU 主なカビ
1-1 9 クロカビ (4)，クモノスカビ (2)
1-2 4 マラセチア (4)
2-1 28 クロカビ (22)，アオカビ (3)，ススカビ (3)
2-2 4 黒色酵母様菌 (3)，アオカビ (1)
3-1 2 アオカビ (2)
3-2 2 アオカビ (1)，クロカビ (1)
4-1 4 黒色酵母様菌 (3)，クロカビ (1)
4-2 14 黒色酵母様菌 (11)，酵母 (3)
5-1 8 アオカビ (2)，クロカビ (2)
5-2 1 アオカビ (1)
6-1 12 アオカビ (4)，アカカビ (4)，アクレモニウム (3)
6-2 3 酵母 (3)

店名　Fクリーニング店　採材日：2020 年 1月 17 日
No. 上 / 下 男 / 女 大人 / 子供 素　材 特　徴
1-1 上側 男 大人 ポリエステル 65％

複合繊維 35％
汚れ程度：中
動物の毛多数1-2 下側

2-1 上側 男 大人 綿 98％
ポリウレタン 2％ 汚れ程度：中2-2 下側

3-1 上側 男 大人 ウール 100％ 汚れ程度：小3-2 下側
4-1 上側

女 大人
ウール 87％
ナイロン 12％
ポリウレタン 1％

汚れ程度：小
4-2 下側
5-1 上側 女 大人 ポリエステル

100％ 汚れ程度：小5-2 下側
結果

No. CFU 主なカビ
1-1 5 アオカビ (3)，クロカビ (1)，ススカビ (1)
1-2 8 クロカビ (4)，ススカビ (1)
2-1 6 アオカビ (2)，クロカビ (2)
2-2 1 ススカビ (1)
3-1 3 アオカビ (3)
3-2 12 酵母 (8)，クロカビ (2)，アオカビ (1)，クモノスカビ (1)
4-1 6 クロカビ (4)，クモノスカビ (1)
4-2 5 クロカビ (3)，ススカビ (1)，クモノスカビ (1)
5-1 1 アオカビ (1)
5-2 2 アオカビ (1)，クロカビ (1)
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　　�　�汚れは様々で強い，中程度，少ないであっ
た。

　�　このように季節は異なるが各クリーニング
店に持ち込まれたズボンは季節で大きな変化
がなかった。

２）�夏期および冬期の調査とカビ：カビ量と主

要カビの比較

　　�夏期調査：ズボン上側と下側でのカビ数を
見ると多かったのはいずれも下側でありカ
ビ数30前後以上は５点であった。主要カビ
の多くはクロカビであったが，他にはアオ
カビであった。この多かったカビ数はズボ
ンの汚れとは関係がなく，中程度でも確認
された。性別の男女比は今回の試料数では
解析できなかった。

　　�冬期調査：ズボン上側と下側でのカビ数を
見ると多かったのはいずれも右ポケット内
側あたりの上側であり，カビ数30前後以上
は３点であった。主要カビの多くはアオカ
ビとクロカビであった。なお，汚れ程度の
強かったズボンでは，バージカラー・コウ
ジカビが主要であった。性別の男女比は今
回の試料数では解析できなかった。

３）ズボン上下にみるカビ種
　　�　ズボン上下について主要カビ種であるア

オカビとクロカビについて比較した結果は
表３及び表４から見ることができる。それを
要約すると

　　アオカビ：�夏期　ズボン上側23　下側26　�
冬期　ズボン上側19　下側14

　　クロカビ：�夏期　ズボン上側13　下側23　�
冬期　ズボン上側18　下側14

　　�であり，アオカビでは夏期に多く冬期は少
ない。またズボン上側に多い傾向が見られ
た。また，クロカビもアオカビと同様の傾

向が見られたが夏期ではズボン下側に多く
見られた。

４）ズボン上下にみるカビ量
　　�　夏期及び冬期のズボン上側及び下側にみ

るカビ量を棒グラフで比較した (図２，図
３)。その結果，夏期ではズボン上側が多
いは５例であり，ズボン下側が多いは12例
あった。一方冬期ではズボン上側が多いは
８例であり，下側が多いは４例であった。

　　�　この結果を全店夏冬別々に集計して平均
値を求め比較してみた。その結果，夏期の
ズボン上側：下側比は　4.69：11.16であり，
一方冬期では10.91：5.59であった。つまり，
夏期及び冬期では逆転しており，夏期では
ズボン下側，冬期ではズボン上側でカビ量
が多いことが分かった。

　　�　多かった事例を解析したところ，夏期で
B，C，D，E，Fクリーニング５店でいず
れもズボン下側で多い結果がみられた。
　B��クリーニング店　3－2　� �

主要カビ：クロカビ
　C��クリーニング店　6－2　� �

主要カビ：クロカビ
　D��クリーニング店　5－2　� �

主要カビ：クロカビ
　E��クリーニング店　6－2　� �

主要カビ：アースリニウム，クロカビ
　F��クリーニング店　3－2　� �

主要カビ：アオカビ
　�　また冬期でカビ量の多かったC，D，E

クリーニング３店では，いずれもズボン
上側で多い結果がみられた。

　C��クリーニング店　4－1　� �
主要カビ：バージカラーコウジカビ，
クロカビ
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図２　A-Fクリーニング店�ズボン夏期結果

図３　A-Fクリーニング店�ズボン冬期結果
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　D��クリーニング店　
　　2－1　主要カビ：アオカビ
　　6－1　主要カビ：クロカビ
　E��クリーニング店　2－1　� �

主要カビ：クロカビ
　この結果からわかる通り，ズボン上側，下側
ともにクロカビが主要であり，次いでアオカビ
であった。なお，今回の調査結果から，健康被
害にかかわる有害カビ注1）種の評価を行ったとこ
ろ，有害カビに該当する種は確認されなかった。
注１）�有害カビとは，原発性とする病原性真菌(カビ・酵母)で

BSL2以上に該当する種をいう。

Ⅳ.　考察

　今回の調査は，クリーニング店への持ち込み
ズボンについてカビ調査を行うことであった。
その目的は，会員の店舗環境についてカビ環境
調査を従事環境及び事業者の健康面への不安を
解消することから始めてきた。その調査結果を
みると，浮遊カビは季節にかかわりなくほぼ同
じ傾向を示したが，付着カビは主要カビ種が多
種確認されていることがわかった。そこで，作
業環境や健康面から未洗濯衣類を対象としてカ
ビ調査を進めてみる必要があり，未洗濯衣類の
うちズボンに限定してカビ調査を試みた。調査
のポイントはズボンの上下にあった。すなわち，
ズボンの位置によるカビ汚染程度を正確に把握
できた文献はなく，その実態を知ることから始
まった。ズボンの汚れは下からであり，カビも
多いと想像されてきた。しかし多いのは事実か，
その場合の主要カビ種は何が占めるか，また健
康面からの影響も知る必要があった。クリーニ
ング店に対して正しい情報を提供することが公
衆衛生の視点から要求され，今回実施した。そ
の結果は以下の通りであり，いくつかの情報を
提供できた。
　この調査結果から，夏期及び冬期でのズボン

上下について，夏冬の季節によるズボンのカビ
量には大きな差が見られなかった。ズボン上下
での差は夏期ではズボン下側，また冬期ではズ
ボン上側にカビ量が多い傾向が見られたが，こ
の事実を証明するためにはさらに検証が必要で
あった。また，今回の結果から汚れ程度とカビ
量は必ずしも一致しないものといえたが，この
事実について今後検証が必要であった。

今回の調査によるカビの汚染度および安全性評価

　�カビ調査による汚染度および安全性評価は，
以下の通りについて解析した。

　①カビ量に対する評価
　②カビ種に対する評価
　③健康被害にかかわる有害カビ種の評価

Ⅴ.　結語

　都内クリーニング６店の協力でクリーニング
持ち込みズボンについてカビ調査を夏期及び冬
期に行った。ズボンは上側と下側を対象として
調査した。その結果
　１）夏期および冬期のズボン上下のカビ量

　�夏期のズボン：ズボン上下の総数によるカ
ビ量は（上4.69、下11.16）の15.85であった。

　�冬期のズボン：ズボン上下の総数によるカ
ビ量は（上10.91、下5.59）の16.50であった。

　２）ズボン上下にみるカビ種

　　　�ズボン上下の主要カビ種は，アオカビと
クロカビであった。

　　　�アオカビ，クロカビともに夏期に多く冬
期は少なかった。

　３）ズボン上下にみるカビ量の比較

　�夏期および冬期でのズボン上下にみるカ
ビ量は，夏期ではズボン下が多く，冬期
ではズボン上が多かった。
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　４) 健康被害にかかわるカビの確認

　�今回の調査結果から，健康被害にかかわ
る有害カビ種の評価を行ったところ有害
カビに該当する種は確認されなかった。

Ⅵ.　謝辞

　本調査は，全ク連の洗浄技術委員会にご支援
いただき実施しました。委員の皆様に深謝いた
します。
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クリーニングに使用される洗剤が抗菌活性を示す
最適条件の決定と共存細菌の及ぼす影響について

Ⅰ．緒言

ドライクリーニングには界面活性剤（アニ
オン，カチオン，ノニオン）などを含む専用洗
剤が使用されている 1)。石油系溶媒に洗剤を添
加し，細菌を含む液体と接触させる系で，その
抗菌活性を調べ，平成 27 年度の本研究委員会
に報告した。その結果，グラム陽性の細菌であ
る Bacillus cereus（セレウス菌）または Staph-
ylococcus aureus （黄色ブドウ球菌）を含む菌
液と 10 分間接触させることにより，それぞれ
の細菌の生菌数が低下することを示した 2)。し
かしグラム陰性細菌である Escherichia coli�( 大
腸菌 ) に対する作用はグラム陽性菌に対する効
果と比べてやや弱く，細胞壁の構造により洗剤
の抗菌作用感受性が異なることが示された 3)。
平成 28 年度には，これらの細菌のなかから有
芽胞性通性桿菌で食中毒の原因菌であるセレウ
ス菌を対象として洗剤を作用させ，電子顕微鏡
を用いた形態学的観察を行った。その結果，カ
チオン洗剤がセレウス菌栄養型に抗菌活性を
示す際に，破壊された菌体像が多く観察され
た。さらに，平成 29 年度には同じく有芽胞桿
菌で嫌気性増殖し，抗菌薬誘導下痢症や，腸炎
の病原細菌である Clostridium (Clostridioides) 
difficile に対する抗菌活性を検討した。洗剤を
培地に直接加えることで栄養型並びに芽胞細菌
に対して，強い抗菌活性を示した 4)。

本試験は油溶媒あるいは界面活性剤添加油
溶媒と菌液を接触させる実験であり，水溶媒系
での試験とは異なり，細菌が水層に分布するか，
油層に分布するかによって培養法による生菌数
の算定結果が異なる可能性が考えられた。また，
使用する洗剤には防腐剤が添加されており，こ
れら添加物の干渉も懸念されていた。今回はサ
ンプルの全量を培地に塗布することで，水層と
油層を合わせたサンプル内の生菌数を算定する
実験方法とした。また，生菌数算定のために用
いる培地として防腐剤を不活化する SCDLPA
培地を使うことで添加物の干渉を除外した 5~7)。

さらに，ドライクリーニングに出される洗
濯物やドライクリーニングを行う洗濯槽は無菌
状態ではなく，実際の工程では様々なヒトおよ
び環境の常在菌が混在していることが想定され
る。ドライクリーニングに使用される洗剤のヒ
ト病原細菌に対する抗菌活性に対して，これら
の常在菌が影響をおよぼすか否かを明らかにす
るために，Burkholderia cepacia（セパシア菌）
を接触実験の際に混合してその影響を検討し
た。

Ⅱ．研究・調査方法

被験細菌株は大腸菌として E. coli ATCC25922
株，黄色ブドウ球菌として S. aureus ATCC25923 株，
セレウス菌として B. cereus�ATCC14579 株を用い

杏林大学医学部感染症学講座　大﨑敬子
杏林大学大学院医学研究科共同研究施設部門実験動物施設部門　北条　史
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た。緑膿菌とセパシア菌は教室保存株を用いた。
被験溶剤はクリーン A2 プラスおよびクリーン
K2 プラス（ゲンブ株式会社より分与）を用いた。

各細菌は凍結ストックから LB 寒天培地にて
24 時間 37℃好気条件下で培養したのち，LB
液体培地にて 3 時間 37℃好気条件下で攪拌培
養した。各菌液を 103 〜 104/ml となるように
リン酸緩衝液にて希釈し，被験菌液とした。共
存菌としてセパシア菌についても同濃度の菌液
を準備した。各被験菌液および各被験菌液―セ
パシア菌混合液 10μl を 10μl のリン酸緩衝液，
石油系溶媒，0.5% アニオン洗剤添加石油系溶
媒，0.5% カチオン洗剤添加石油系溶媒と混合
し，10 分間激しく攪拌した。混合液全量を SC-
DLPA 培地に塗布後，24 時間 37℃好気条件下
で培養し形成されたコロニーを生菌数として算
定した。同一の条件で 3 回の繰り返し実験を行
い，得られたデータは ANOVA の一元配置に
よる分散解析で群間比較を行った。

Ⅲ．研究結果，研究成績

大腸菌 (Fig.1A)，緑膿菌 (Fig.1C)，セレウス
菌 (Fig.1D)において，リン酸緩衝液と混合攪
拌したコントロールの生菌数と比較して，石油
系溶媒および洗剤添加溶媒と混合攪拌した後の
生菌数は有意に低下した（P<0.05）。共存菌と
してセパシア菌と混合した菌液を用いた実験に
おいて，緑膿菌とセレウス菌に関して同様に，
石油系溶媒および洗剤添加溶媒と混合攪拌した
後の生菌数が有意に減少した (Fig.2C,D)。大腸
菌はセパシア菌と混合した菌液を用いた実験
では，有意な差は認められなかった（P=0.16）
(Fig.2A)。黄色ブドウ球菌を用いた実験では，
コントロールの菌液が前培養の条件から推定
された生菌数より少なく算定され，石油系溶
媒および洗剤添加溶媒と混合攪拌した後の生

菌数がコントロールと比べて多く算定された
(Fig.1B)。セパシア菌と混合した菌液を用いた
実験においても同様に，石油系溶媒および洗剤
添加溶媒と混合攪拌した後の生菌数が多い結果
が得られた (Fig.2B)。

Ⅳ．考察，考案

大腸菌，緑膿菌，セレウス菌に関しては，
被験洗剤の添加により細菌の生菌数が減少した
ことがわかった。被験洗剤の添加は，これまで
の報告と同じくセレウス菌に対する強い抗菌活
性と大腸菌，緑膿菌に対しては弱い抗菌活性を
認めた。

以前の研究報告では，油層に移行していた
細菌は評価の対象にしなかったこと，加えて，
被験洗剤に含まれる防腐剤の干渉もあって，細
菌の生菌数を実際の菌数より低く算定していた
可能性があった。今回の実験では水層だけでな
く油層も全て培地に塗布し，かつ，防腐剤の不
活化をして細菌を培養できる SCDLPA 培地を
用いたことで，前述の３種の細菌においては過
小評価ではなく，油溶媒への接触および洗剤に
より生菌数が減少したということが明らかに
なった。

一方で黄色ブドウ球菌に関してはリン酸緩
衝液に希釈したコントロールが，予備実験から
推定した菌数よりも約 1/100 少なく，一方でわ
ずか 10 分の油溶媒や洗剤との接触により生菌
数が大きく推定菌数より多く認められた。この
現象に関しては培地成分の違いによって正しく
算定できなかった可能性が考えられた。そこで，
塗布する培地を LB 培地に変更して同様の追加
確認実験を行なったが，同様に油との接触に
よって菌数が多く算定され，コントロールの菌
数は推定菌数より低かった（Fig.3）。この現象
に関して今のところ合理的な仮説を作るに至っ
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ておらず，今後の検討課題となった。
今回の報告では，生菌の検出は全て培養法

によるものであり，生きているが培養できない
（VBNC）状態の細菌は検出できない。細菌は
環境中など栄養が少ない環境ではこの VBNC
状態に移行する細菌なども知られており，衣類
や洗濯槽などの表面上でもこのような形態で生
存している可能性は否定できない。これらを含
めた生菌の定量化には PMA-PCR などの分子
生物学的手法を用いる必要がある。

医療現場や環境中に分布しているとされる
セパシア菌を混合した場合，緑膿菌，セレウス
菌に関しては抗菌活性に影響せず，大腸菌に関
しては単独で実験した際と比べて，顕著な抗菌
活性は認められないものの，抑制傾向が観察さ
れ，細菌によって異なる結果が得られた。セパ
シア菌は水場にバイオフィルムを形成すること
が知られており，このようなムコイド状の粘液
層には細菌を保護する役目があるとされてい
る。今回の検討からは，セパシア菌の混合によ

り，抗菌活性に対する強い抑制効果は観察され
なかった。

Ⅴ．結語，おわりに，あとがき

　大腸菌，緑膿菌，セレウス菌は油溶媒への接
触および洗剤により生菌数が減少し，その抗菌
活性は環境細菌により影響を受けることはな
かった。

� 以　上
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クリーニング用洗剤曝露後の生残菌の
定量的検出法の開発

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　三好伸一

Ⅰ.はじめに

　クリーニング用洗剤には，直鎖アルキルベン
ゼンスルホン酸ナトリウム（LAS）やポリオキ
シエチレン（23）ラウリルエーテル（POLE）な
どの界面活性剤が含まれている。陰イオン性の
界面活性剤であるLASは，80％が家庭用の洗
濯洗剤，20％が業務用の洗浄剤として用いら
れている。他方，非イオン性の界面活性剤であ
るPOLEは，家庭用の台所洗剤や洗濯洗剤，あ
るいは業務用洗浄剤として使用されている。し
かし，水生生物に悪影響を及ぼすことから，
PRTR法（化学物質排出把握管理促進法）では，
LASとPOLEは第一種指定化学物質に指定され
ている。また，PRTR法に基づいた平成30年度
の届出・届出外排出量は，両界面活性剤とも上
位10位以内である。
　環境微生物は，生態系における分解者として，
環境中に排出された種々の化学物質や毒物を分
解・除去する役割を担っている。しかしながら，
環境微生物の中には病原性や有害性を有する種
類も存在する。したがって，病原（有害）環境
微生物による衣類や寝具などの汚染は，公衆衛
生上危惧すべき問題となる。すなわち，感染症
予防や健康保持の観点から，クリーニング用洗
剤に関しては，洗浄作用に加えて殺菌作用が重
要となる。
　クリーニング用洗剤の環境微生物に対する殺

菌作用に関する研究の一環として，私たちは，
LASあるいはPOLEに抵抗性を示す環境微生物
の単離と同定を行った。しかしながら，使用す
る培地や培養条件によって，単離される抵抗菌
の種類や数が大きく異なった。一方では，土壌
や環境水には，通常の培養法では検出できない
培養不可能な耐久型の細胞が存在することが知
られている。つまり，培養法（コロニー形成法）
に基づいた従来の測定法では，洗剤の殺菌作用
を正確に評価することはできない。それゆえ，
耐久型の微生物も含め，LASやPOLEなどに抵
抗性を示す環境微生物を網羅的かつ普遍的に定
量できる新たな測定法の開発が必要である。
　私たちは，DNA増幅法（qPCR法）に基づい
た定量的な測定法の開発を進めている。平成29
年度には，LAS処理を行った後の細菌細胞を水
酸化ジルコニウムに吸着させ，その後，DNase�
I処理を行って死菌由来のDNAを特異的に分解
し，生菌由来のDNAのみをqPCR法によって
増幅する測定法（DNase-qPCR法）を開発した。
また平成30年度には，可視光の照射下でラジカ
ルが産生され，死菌由来のDNAを瞬時に分解
することが期待されたFe-TCPP�{ferric�tetrakis�
(4-carboxyphenyl)�porphyrin}処理を組み合わせ
たqPCR法の開発を試みた。しかしながら，こ
の方法ではFe-TCPP処理によるDNAの分解が
認められなかった。令和元年度は，平成29年度
に開発したDNase-qPCR法の有用性を検証する
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ため，この測定法を土壌から調製した微生物試
料に適用した。

Ⅱ.研究方法

LASおよび水酸化ジルコニウムの調製

　LASは和光純薬（大阪）より購入し，20％と
なるように精製水に溶解した。またDNase�I

（RNase-free，recombinant）はタカラバイオ（草
津，滋賀）より購入した。
　0.5％水酸化ジルコニウム懸濁液（240�mL）は，
次のようにして調製した。つまり，塩化ジルコ
ニウム�(IV)�2.0gを40mLの滅菌精製水に懸濁さ
せた後，5�M水酸化アンモニウムでpHを7.0�±�
0.2に調整し，室温で暫く静置した。その後，ア
ンモニウムイオンを取り除くため，滅菌生理食
塩水で３回洗浄した。

微生物試料の調製

　グラウンド土壌から単離されたPseudomonas 
sp.�NLA4株（LAS感受性株）を乾燥ブイヨン（日
水製薬，東京）５mLに接種し，OD600が1.0にな
るまで培養した。この培養物をNLA4株の生菌
試料とした。また，生菌試料の一部を抜き取り，
100℃で５分間の加熱処理を行い，死菌試料と
した。
　一方，土壌微生物試料は，次のようにして調
製した。大学構内のラグビー場（グラウンド土
壌，採取日2019年10月７日）あるいは附属薬
用植物園のサツマイモ畑（耕作地土壌，採取日
2019年10月16日）から採取した土壌試料１g（湿
重量）を10mLの生理食塩水に懸濁し，室温で

暫く静置した。そして，その上清を回収し，土
壌微生物試料とした。また，土壌微生物試料の
一部については，100℃で５分間の加熱処理を
行った。

LASへの曝露および水酸化ジルコニウムへの吸着

　それぞれの微生物試料0.5mLをPBS（NaCl�
342.5mM，Na2HPO4�25mM，KH2PO4�4.4�mM，
pH7.0）4.0mL，滅菌精製水4.5mL，および20％
LAS�1.0mLと混合し，25℃で30分間保温した。
次に，微生物を水酸化ジルコニウムに吸着させ
るため，LAS曝露後の微生物試料0.5�mLに0.5%
水酸化ジルコニウム懸濁液1.0mLを加え，室温
で10分間ゆるく撹拌した。

DNAのDNase�I処理および16S�rDNAのqPCR

　水酸化ジルコニウムに吸着した微生物を遠心
操作（13,000�×�g，５分間）によって回収し，滅
菌生理食塩水133μlに懸濁した。この懸濁液
にDNase�I（5.0U/μL）2.0μLおよび10倍濃度
DNase�I緩衝液15μLを加え，37℃で１時間保温
した。その後，遠心操作によって微生物を回収
した。なお，このDNase�I処理の操作は，もう
一度繰り返した。
　DNase�I処理を行った後の微生物試料から，
NucleoSpin� Soil（Macherey-Nagel，Düren，
Germany）を用いてDNAを精製した。そして，
精製DNA標品について，16SrDNAの保存領域
を標的としたqPCRを行った。すなわち，DNA
標品1.0μL，Eva�Green（Bio-Rad）10.0μL，プ
ライマー16SFおよび16SR-2（表1）各20pmol

（1.0μL），および滅菌精製水7.0μLを混合し

表1.�本研究で使用した16S�rDNA用プライマー

プライマー 塩基配列 位置

16SF 5’-AAACTCAAAGGAATTGACGG-3’ 901-920

16SR-2 5’-GTTACGGGACTTAACCCAAC-3’ 1064-1084
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てqPCR反応液とした。この反応液について，
pRCR（95℃で10�秒間の変性，60℃で30�秒間の
アニーリングと伸長）を40サイクル繰り返した。
その後，Ct値（増幅産物がある一定量に達する
までに要するPCRのサイクル数）を決定し，そ
の値からDNAの残存量を算出した。

Ⅲ.　研究結果および考察

生菌と死菌の混合試料のDNase-qPCR

　土壌微生物叢の構成員は多種多様であるが，
その大部分は死菌である。そこで，過剰の死菌
が存在する条件下でのDNase-qPCR法の有効性
を最初に検討した。
　NLA4株の生菌試料と死菌試料を1：9の割合

（DNAの割合は1：5）で混合した。この試料0.5�
mLをLASに30分間曝露させた後，DNase�I処
理と16S�rDNAのqPCR増幅を順次行った。そ
して，得られたCt値より，残存しているDNA
量を算出した。
　図１に示したように，対照としたLASに曝さ
れていない試料（試料３）では，DNase�I処理を
行うことによって，残存するDNA量が20％程
度にまで減少した。一方，LASに曝露された試
料（試料１と試料２）については，DNase�I処理
を行うことによって，残存するDNA量が80％

（処理前，試料２）から30％（処理後，試料１）
に減少した。これらの結果は，過剰の死菌が存
在する条件下においても，LAS処理で死滅した，
あるいは損傷を受けた細菌に由来するDNAが，
DNase�Iによって有意に分解されたことを示し
ている。したがって，DNase-qPCR法は土壌微
生物試料にも適用可能であると考えられた。
　本研究で使用したNLA4株はLAS感受性で
ある。そのため，LASへの曝露によって，ほと
んど全ての細胞が死滅あるいは損傷する。した
がって，DNase�I処理後の残存DNA量は，LAS

に曝露された試料（試料１）の方が，�LASに曝
されていない試料（試料３）よりも少なくなると
予想された。しかしながら，実際には，より多
くのDNAが試料１に残存していた。このことは，
LASに曝露された細菌細胞では，LASが様々な
細胞成分と結合しているため，DNase�Iによる
DNAの分解が抑制されることを示唆している。

図1　生菌と死菌の混合試料のDNase-qPCR
生菌と死菌を1：9で混合した試料をLASに曝露させた後，水酸
化ジルコニウムに吸着させた。そして，DNase�I（10�U）でDNA
を分解した後，残存するDNAをqPCR法によって定量した。

土壌微生物試料のDNase-qPCR

　グラウンド土壌，あるいは耕作地土壌から調
製した微生物試料0.5�mLについて，LASへの
曝 露，DNase�I処 理，16S�rDNAのqPCR増幅
を順次行った。そして，得られたCt値より，残
存しているDNA量を算出した。
　グラウンド土壌から調製した微生物試料（図
2）においては，対照としたLASに曝されていな
いもの（生菌３）では，DNase�I処理後のDNA
残存量は70％程度であった。この結果は，試料
に含まれているDNAの2/3程度が，DNase�Iに
よる分解を受けない環境に存在することを示唆
している。また，この試料をDNase�I処理に先
立って100℃で５分間加熱処理したもの（死菌１）
では，35％のDNAが残存していた。この結果は，
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試料に含まれている全DNAの1/3程度は，加熱
処理を行った後もDNase�Iによる分解を受けな
いことを示している。一方，LASに曝露された
ものについては，DNase�I処理を行った場合（生
菌１）には90％，DNase�I処理を行っていない場
合（生菌２）には，ほぼ100％のDNAが残存し
ていた。

図2　�グラウンド土壌から調製した� �
微生物試料のDNase-qPCR

グラウンド土壌から調製した微生物試料をLASに曝露させた後，
水酸化ジルコニウムに吸着させた。そして，DNase�I（10�U）で
DNAを分解した後，残存するDNAをqPCR法によって定量した。

図3　�耕作地土壌から調製した�� �
微生物試料のDNase-qPCR

耕作地土壌から調製した微生物試料をLASに曝露させた後，水
酸化ジルコニウムに吸着させた。その後，DNase�I（10�U）で
DNAを分解し，残存するDNAをqPCR法によって定量した。

　耕作地土壌から調製した微生物試料（図3）に
おいては，DNase�I処理に対する抵抗性がさら
に高く，加熱処理とDNase�I処理を組み合わせ
たもの（死菌１）でも80％程度のDNAが残存し
ていた。なお，LASに曝露されたものについて
は，DNase�I処理を行った場合（生菌１）には
90％，DNase�I処理を行っていない場合（生菌２）
には，ほぼ100％のDNAが残存していた。これ
らのDNA残存率は，グラウンド土壌から調製
した微生物試料（図2）とほぼ同じ率であった。
　グラウンド土壌および耕作地土壌から調製し
た微生物試料にDNase-qPCR法を適用した。し
かし，LAS曝露したものでは，わずか10％し
かDNA量が減少しなかった。この結果は，土
壌微生物の大部分がLAS曝露に抵抗性を示す
ことを強く示唆している。しかしながら，他方
では，LASによる細胞の損傷が軽度であった
ため，DNase�I（分子量39�kDa）が損傷部位か
ら細胞内へ侵入できなかった可能性も考えられ
る。この可能性を検証するためには，低分子量
のDNA化学修飾剤，例えばPMA（propidium�
monoazide）による処理をDNase�I処理に引き
続いて行った場合に残存するDNA量が大きく
減少する否かを調べる必要がある。

Ⅳ.　おわりに

　私たちは，LASなどの界面活性剤（すなわち
クリーニング用洗剤など）に曝露された後の生
残菌の割合を正確に測定するため，定量的な
核酸増幅法であるqPCR法に基づいた測定法の
開発を進めている。今年度は，土壌微生物を
LASに曝露させた後，水酸化ジルコニウムで吸
着・回収し，死菌由来DNAをDNase�Iで特異
的に分解する方法の有効性を検討した。しかし，
DNase�I処理では，死菌由来のDNAを有意に分
解することができなかった。今後はDNAの化学
修飾剤との併用について検討する必要がある。
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Ⅰ．緒言

　ドライクリーニングで使用される石油系溶剤，
テトラクロロエチレンの皮膚影響について不明
の点が多い。アレルギー接触性皮膚炎に石油系
溶剤の関与の可能性が報告されている（花井，
他，2005）が，報告例は少ない。一方，テトラ
クロロエチレンに関しては，産業職場での炎症
例の報告がある。
　これまでヒト表皮角化細胞HaCaTを用いて，
石油系溶剤，テトラクロロエチレンの曝露によっ
て炎症に関わるサイトカインや，毒性機構に関
わるサイトカインについて，リアルタイムPCR
の評価でmRNA発現に影響が起こるかどうか
検討してきたが，影響は観察されなかった。こ
の結果は，表皮角化細胞のサイトカイン産生を
介したメカニズムは，石油系溶剤やテトラクロ
ロエチレンの皮膚の毒性のメカニズムである可
能性は低い，ということを示唆するが，一方，
HaCaT細胞に関して，J774.1細胞など他の培養
細胞について一般的に行われるような活性化を
行っておらず，mRNA発現が強くないため，リ
アルタイムPCRによる増幅後の定量が安定しな
いという問題があった。
　近年，皮膚障害に環境要因の存在が注目さ
れ，表在性皮膚真菌症では角質に真菌成分が存

在することで炎症が起こるとされる（小林，他，
2008）。HaCaT細胞を用いた研究でも皮膚糸状
菌で角化細胞の増殖に関わるインターロイキン
-8�(IL-8),� 炎症系サイトカインtumor�necrosis�
factor�α�(TNFα )の産生増強が確認されている

（加納，2004）。真菌による角化細胞の活性化は，
クリーニング職場でもありうる。そこで昨年度
の研究では環境要因である真菌に注目し，真菌
由来のトリコフィチン液(小林，他�2008）によ
るHaCaT細胞の活性化を行った上で評価した
が，石油系溶剤，テトラクロロエチレン曝露に
よるサイトカイン遺伝子発現の増強は観察され
なかった。但し課題として活性化の条件は先行
研究(小林，他�2008）に従って10-5�PNU/ml（PNU�
=�0.01�mg�of�phosphotungstic�acid-precipitable�
蛋白窒素）としたが，指標としたサイトカイン
のmRNA発現が十分でなく，条件設定をより
明確にする必要があった。そこで，本年度の研
究では，HaCaT細胞において，石油系溶剤及
びテトラクロロエチレンによる細胞生存率の変
化を改めて確認した上で，細胞の状態が細胞死
を引き起こすほど悪くならない濃度をまず確定
し，次いで真菌成分による活性化の条件をトリ
コフィチンの濃度を変えることによって検討す
ることを含め，真菌による活性化が十分である
条件下で，HaCaT細胞において石油系溶剤及

ドライクリーニング用石油系溶剤及び
テトラクロロエチレンの皮膚障害：

ヒト不死化皮膚細胞HaCaTの活性化の検討と
サイトカイン遺伝子発現への影響

防衛医科大学校衛生学公衆衛生学　角田正史
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びテトラクロロエチレンの曝露が，炎症に関わ
るサイトカイン，TNFα及びインターロイキン
-１α（IL-１α）のmRNA発現に影響を及ぼす
かどうか検討することとした。

Ⅱ．方法

細胞培養

　ヒト表皮角化細胞HaCaTを培養し，実験に必
要な十分な細胞数を得た。細胞培養液について，
Dulbecco’s�modified�Eagle�medium�(低グルコー
ス，L-グルタミン，フェノールレッド含有，和光，東京)
に，抗 生物質（X100，ペニシリン10,000�units/
ml及びストレプトマイシン10�mg/ml含有，Merck�
Millipore,�Billerica,�MA,�USA），MEM非必須ア
ミノ酸（X100，Gibco,�ライフテクノロジーズ，東京），
牛胎児血清fetal�bovine�serum�(Thermo�Fisher�
Scientific,� 横浜)を加えて調製した。FBS濃度は
最終的に10%�v/vとした。細胞培養フラスコを用い
て37℃，５%CO2の条件下でHaCaT細胞を増殖さ
せた。細胞状態を良好に保つために，２日おきに
細胞培養液を交換した。細胞培養フラスコの底面
において，細胞の占有率が約85％となったら，培
養液を捨てて，Phosphate�Buffered�Salineによる
洗浄後，0.25w/v%トリプシン溶液を用いて細胞を
剥離し，新しい複数のフラスコに細胞を分けて，十
分な細胞数を得るまで培養を続行した。

被験物質

　被験物質として，石油系溶剤，テトラクロロ
エチレンを用いた。使用細胞であるHaCaT細
胞を，エタノールに混合した石油系溶剤，また
はテトラクロロエチレンに曝露することとした。

石油系溶剤またはテトラクロロエチレンの

HaCaT細胞(活性化なし)の細胞生存率への影響

　24ウェル培養プレートを用いてHaCaT細胞

を1×106個ずつ培養液２ml中に播種した。エ
タノール20μlに被験物質を混合して曝露し，
曝露濃度は培養液中の最終濃度を石油系溶剤0,�
25,�50,�100,�250μg/ml，テトラクロロエチレン0,�
50,�125,�250,�500μg/mlとして６時間曝露（n=６
/群）した。曝露後，トリパンブルー色素排除法
を用いて細胞生存率の検討を行った。

石油系溶剤またはテトラクロロエチレンの

トリコフィチンにより活性化されたHaCaT細胞

におけるサイトカインmRNA発現への影響

　24ウェルの細胞培養プレートに細胞を1×
106/ウェルとして培養液２ml中に播種し，石
油系溶剤，テトラクロロエチレンをエタノー
ル20μlで希釈して加えた。培養液中の最終濃
度として，それぞれ石油系溶剤0,�25,�50μg/ml,�
テトラクロロエチレン0,�50,�125,�250μg/mlと
した（１群n=６）。真菌成分による活性化につ
いては，白癬菌由来のトリコフィチン（Greer�
Laboratories）を10-4�PNU/mlま た は10-3PNU/
mlずつ各ウェルに添加，６時間培養した。
　培養終了後，各サンプルからRNA抽出および
cDNA合成を行った。TNFα，IL-1αに関してリ
アルタイムPCRで，被験物質曝露によってmRNA
の発現が変化するかどうかを検討した。Roche社
製のライトサイクラーシステムRoche96を用いてリ
アルタイムPCRを行った。�SYBER�Green�I�を蛍
光色素として用いた。先行研究に基づきプライマー
の配列を決定し，合成はグライナー社に依頼し
た。TNFαのプライマーの配列についてはsense�
5’-ccttcctgatcgtggcag-3’,�antisense�5’-gcttgag-
ggtttgctacaac-3’（Partuno,�et�al.�2018），IL-1α
についてはsense�5’-atcagtacctcacggctgct� -3’,�
antisense�5’-tgggtatctcaggcatctcc-3’（Kong,�et�
al.�2006）であった。House�keeping�gene�につい
てはヒト18S�rRNAを用い，プライマーはsense�
5’-gcaattattccccatgaacg-3’,� antisense� 5’-gg-
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gacttaatcaacgcaagc-3’であった。
　 リアルタイムPCRの サ ーマル サイクル は
denaturationが�94ºC,�アニーリング温度は48�ºC，
extension�を72ºC�として，45サイクル，各サンプル
について行った。
　TNFα及び IL-1αのヒト18S�rRNAに対する
calibrator�normalized�relative�ratio をRoche 社
のプロトコールに従い，以下の式を用いて算出し，
mRNA発現の指標とした。

Calibrator�normalized�relative�ratio�=
ET

CpT(control)�–�CpT(sample)×�ER
CpR(sample)�–�CpR(control)

　CpT�(sample):��Crossing�point�of�the�TNFαor�
IL-1α�gene�in�a�sample;

　CpR�(sample):��Crossing�point�of�the�18s RNA 
gene�in�a�sample;

　CpT�(control):��Crossing�point�of� the�TNFα�
or�IL-1α�gene�in�a�control;

　CpR�(control):��Crossing�point�of�the�18s RNA�
gene�in�a�control;

ET:�ET�=��10-1/slope�Value�of�slope�calculated�from�
calibration�curve�of�TNFα or�IL-1α�
gene;

ER:�ER�=��10-1/slope�Value�of�slope�calculated�from�
calibration�curve�of�18s RNA�gene.

　群毎に各指標の平均値及び中央値を算出し
た。群間の比較を，細胞生存率に関しては一元
配置分散分析及びFisherのPLSD法にて，サイ
トカインmRNA発現に関してはKruskal-Wallis
法を用いて行った。

Ⅲ．結果

　細胞生存率に関しては，図１に石油系溶剤
に曝露した結果を，図２にテトラクロロエチ
レンの結果を示した。石油系溶剤については

100μg/mlより高濃度で有意な細胞生存率の低
下が示された。テトラクロロエチレンに関して
は群間で有意性を示さなかった。
　トリコフィチン濃度10-3PNU/mlで活性化した
上でHaCaT細胞を石油系溶剤に曝露させ，サ
イトカインのmRNA発現を検討した結果につい
て，図３ではTNFαについて，図４ではIL-1
αについて示した。TNFαについては群間で有
意性を示さなかったが，IL-1αについては群間
で有意であり，25μg/ml曝露群で高い値を示し
た。トリコフィチン濃度10-4PNU/mlで活性化
した上でHaCaT�細胞を石油系溶剤に曝露させ，
サイトカインのmRNA発現を検討した結果につ
いては，図５にTNFαについて，図６にIL-1
αについて示した。TNFαについてはP�=�0.090
と境界域であり，25μg/ml曝露群で高い値を示
し，IL-1αについては群間で有意性を示さな
かった。
　トリコフィチン濃度10-3PNU/mlで活性化し
た上でHaCaT�細胞をテトラクロロエチレンに
曝露させサイトカインのmRNA発現を検討し
た結果について，図７にTNFαについて，図８
にIL-1αについて示した。TNFαについてはP�
=�0.071と境界域であり，125μg/ml曝露群，250
μg/ml曝露群で高い値を示した。IL-1αについ
ては群間で有意であり，全ての曝露群で高い値
を示した。トリコフィチン濃度10-4PNU/mlで活
性化した上でHaCaT�細胞をテトラクロロエチ
レンに曝露させサイトカインのmRNA発現を検
討した結果について，図９にTNFαについて，
図10にIL-1αについて示した。共に群間で有
意性を示さなかった。
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図1　石油系溶剤に曝露されたHaCaT細胞（活性化なし）の生存率
 注） 平均値及び標準誤差で示す。 P < 0.001 by ANOVA,＊＊＊ : P < 0.001（controlとの比較）、 

###: P < 0.001（25µg/ml群との比較）、 †††: P < 0.001（50µg/mlとの比較）、‡‡‡ : P < 0.001
（100µg/mlとの比較） by Fisher's PLSD test

図2　テトラクロロエチレンに曝露されたHaCaT細胞（活性化なし）の生存率
 注）平均値及び標準誤差で示す。 P =0.994 by ANOVA

図3　�石油系溶剤に曝露された、トリコフィチン10-3PNU/mlによって活性化された�
HaCaT細胞のTNFαのmRNA発現
 注） 平均値及び標準誤差で示す。 N=6/群、中央値はcontrol群0.190、25µg/ml群0.110、50µg/ml群0.058、

P=0.7508 by Kruskal-Wallis検定
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図4　�石油系溶剤に曝露された、トリコフィチン10-3PNU/mlによって活性化された�
HaCaT細胞のIL-1αのmRNA発現
 注） 平均値及び標準誤差で示す。 N=6/群、中央値はcontrol群2.508、25µg/ml群12.739、50µg/ml

群4.010、P=0.012 by Kruskal-Wallis検定

図5　�石油系溶剤に曝露された、トリコフィチン10-4PNU/mlによって活性化された�
HaCaT細胞のTNFαのmRNA発現
 注） 平均値及び標準誤差で示す。 N=6/群、中央値はcontrol群0.006、25µg/ml群0.044、50µg/ml

群0.050、P=0.090 by Kruskal-Wallis検定

図6　�石油系溶剤に曝露された、トリコフィチン10-4PNU/mlによって活性化された�
HaCaT細胞のIL-1αのmRNA発現
 注） 平均値及び標準誤差で示す。 N=6/群、中央値はcontrol群0.413、25µg/ml群0.370、50µg/ml群0.451、

P=0.8948 by Kruskal-Wallis検定
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図7　�テトラクロロエチレンに曝露された、トリコフィチン10-3PNU/mlによって活性化された
HaCaT細胞のTNFαのmRNA発現
 注） 平均値及び標準誤差で示す。 N=6/群、中央値はcontrol群0.032、50µg/ml群0.200、125µg/ml群0.574、

250µg/ml群1.412、 P=0.071 by Kruskal-Wallis検定

図8　�テトラクロロエチレンに曝露された、トリコフィチン10-3PNU/mlによって活性化された
HaCaT細胞のIL-1αのmRNA発現
 注） 平均値及び標準誤差で示す。 N=6/群、中央値はcontrol群0.451、50µg/ml群16.878、125µg/ml

群14.713、250µg/ml群26.651、 P=0.013 by Kruskal-Wallis検定

図9　�テトラクロロエチレンに曝露された、トリコフィチン10-4PNU/mlによって活性化された
HaCaT細胞のTNFαのmRNA発現
 注） 平均値及び標準誤差で示す。 N=6/群、中央値はcontrol群0.075、50µg/ml群0.056、125µg/ml群0.110、

250µg/ml群1.626、 P=0.248 by Kruskal-Wallis検定
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Ⅳ．考察

　細胞生存率は石油系溶剤については昨年まで
と同様の結果であったが，テトラクロロエチレ
ンでは生存率の低下を示さず，細胞の状態の違
いがあったのかもしれない。昨年度までの結果
も総合し，トリコフィチンによって活性化した
上の曝露は，生存率で用いた曝露濃度の最高濃
度を除き，石油系溶剤では0,�25,�50μg/ml,�テト
ラクロロエチレンでは0,�50,�125,�250μg/mlと
した。
　活性化に用いるトリコフィチンの最終濃度に
関しては，昨年の研究は10-5PNU/mlを用いた
が，活性化が十分でなかったと考えられたた
めに，本年度は予備実験を経て，10-4PNU/ml
または10-3PNU/mlを用いた。予備実験の段階
ではむしろ10-4PNU/mlの結果が十分な活性化
を示したが，今回のcontrol群で判断する限り，
10-3PNU/mlを使用しないと十分な活性化が得
られなかった。ただし同じ群の中でもばらつき
が大きく，結果的に統計解析ではノンパラメト
リック法を用いることとなったため，まだ活性
化条件には課題が多い。
　今回，石油系溶剤に関して，細胞の活性化が

十分であったと考えられる10-3PNU/mlによる活
性化によってIL-1αのmRNA発現に有意な変
化があり，用量依存性ではないが，曝露群で高
い値を示したことにより，活性化が十分でない
場合は変化がない結果を考え併せても，真菌で
角化細胞に活性化が起こる条件下ではIL-1αを
介して炎症を起こす可能性があると考える。
　テトラクロロエチレンに関しては，活性化が
十分であったと考えられる条件下では，IL-1
αのmRNA発現に有意な変化があり，特に今
回の曝露濃度で最大であった250μg/ml曝露群
で極めて高値を示し，またTNFαについても
P�=�0.071と境界域であるが，高濃度曝露群で
mRNA発現が高い値を示したことから，真菌で
角化細胞に活性化が起こる条件下では，IL-1α
やTNFαを介して炎症が起こる可能性がある
と考える。
　以上より炎症の報告があるテトラクロロエチ
レンに加えて，石油系溶剤も，真菌の存在下で，
角化細胞が活性化されている条件下であれば，
炎症を引き起こす可能性がある。ただし，今回
の結果は細胞間でのばらつきが大きい状態での
結果であることは留意しなければならない。ま
た，今後，HaCaT細胞をトリコフィチンで活性

図10　�テトラクロロエチレンに曝露された、トリコフィチン10-4PNU/mlによって活性化された
HaCaT細胞のIL-1αのmRNA発現

　注） 平均値及び標準誤差で示す。 N=6/群、中央値はcontrol群1.472、50µg/ml群2.332、125µg/ml群0.867、
250µg/ml群1.158、 P=0.771 by Kruskal-Wallis検定
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化させて，サイトカインのmRNA発現を評価す
る際は，細胞の状態を考慮し，トリコフィチン
の濃度を十分に検討し，なるべく再現性がある
ことを確認することが必要となろう。
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クリーニング業従事者の悪性新生物による
過剰死亡の検討

―平成30年単年と平成26年から平成30年の５年間の死亡データを用いた解析―

北里大学医学部公衆衛生学　堤　明純
江口　尚

Ⅰ．はじめに

　家庭におけるクリーニング需要は年々減少し
ており平成28年の需要規模は3,692億円程度と
推定されピーク時の45%程度にまで落ち込ん
でいる1)。家庭向けクリーニング需要減少の要
因は，家庭での洗濯の増加や衣類・生活習慣
の変化など様々である。わが国のクリーニング
業界は，従事者規模１〜４人が，普通洗濯業で
84.8％を占めており全国平均と比較して小規模
事業所の割合が高い2)。一世帯当たりのクリー
ニング代年間支出額は，13,777円（1999年），8,132
円（2009年），5,937円（2019年）と推移し3)，全
国の施設数（機械施設のある一般施設と特定施
設の合計）も，38,165件（2008年）から25,713件

（2018年）（前年度比3.2％減）と減少している4)。
さらに，経営者の高齢化が進んでおり，60歳か
ら69歳の者の割合が26.9%，70歳以上の割合が
47.0%となっている5)。
　経営資源に限りがあり，給与水準が低い中小
企業は，大企業と比較して労働者の健康状況が
悪いと言われている6,7)。例えば，受動喫煙の防
止対策や，がん，糖尿病等の私傷病を抱えた労
働者が治療と仕事を両立できるように取り組ん
でいる割合は，事業所規模が小さくなるほど低
下していた8)。また，自営業者の健康診断受診
率は一般労働者と比較して低い9,10)。健康診断を
受診しない理由としては，「忙しくて時間がない」

「症状もなく，自分は健康だと思ったから」「費
用がかかるから」が挙げられていた11)。そのため，
小規模零細企業や自営業者の多いクリーニング
業従事者についても，健康上のリスクが高い環
境におかれていると考えられる。
　ドライクリーニング従事者のテトラクロロエ
チレンへの曝露による健康障害が指摘されてい
る12,13)。米国ではドライクリーニングに従事して
いる労働者のうち70%，フランスでは90%，デ
ンマークでは３分の２がテトラクロロエチレン
に曝露していた16,17)。IARCは，テトラクロロエ
チレン曝露と食道がん，膀胱がん，ノンホジキ
ンリンパ腫との関連を指摘し，発がん性分類で
は，グループ2A（ヒトに対して恐らく発がん性
があるとされる物質）に分類している18）。テト
ラクロロエチレンの健康障害については，日本
人を対象とした研究は事例報告があるのみであ
る19）一方で，職業曝露に基づく多くの疫学研究
にもとづくレビューでは，テトラクロロエチレ
ンの発がん性については一定の結論は得られて
いない20,21)。
　我が国でもテトラクロロエチレンの曝露を
低減するための対策が進められている。ドラ
イクリーニングで使用される有機溶剤は，テ
トラクロロエチレンなどの塩素系と，クリーニ
ングソルベントと言われる石油系に分類される。
わが国においては，テトラクロロエチレンは，
特定化学物質障害予防規則の特別管理物質に指
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定されており，平成28年10月からはテトラクロ
ロエチレンの作業環境中の管理濃度が50ppmか
ら25ppmに引き下げられ，作業環境管理が強化
された14)。その結果，わが国のドライクリーニ
ング業界において，塩素系であるテトラクロロ
エチレンを使用する施設数は，平成９年度には
14.4%であったが，平成30年度は7.7%まで減少
し，テトラクロロエチレンの使用量も減少して
いる15）。一方で，石油系有機溶剤を使用する施
設の割合は増加傾向にある15)。
　我々が，これまで行ってきたクリーニングと
公衆衛生に関する研究において，2004年まで
の全国クリーニング生活衛生同業組合連合会全
国生命共済制度のデータを用いた調査では，悪
性新生物による過剰死亡が指摘された22)。さら
に，平成25年に全国クリーニング生活衛生同業
組合連合会の青年部会員向けに実施した調査で
は，がん検診の受診率が低かった23,24)。そのため，
平成26年から全死亡，全悪性新生物による死亡
についての，標準化死亡比による過剰死亡の検
討を再開した25)。平成26年から平成29年は，全
死亡，全悪性新生物による死亡ついて過剰死亡
は認めなかった25-28)。今回は，これまでの調査
結果を踏まえて，平成30年（平成30年１月１日
から平成30年12月31日）の全国クリーニング生
活衛生同業組合連合会に加盟する組合員の悪性
新生物による死亡の最新の状況を把握するため
に，これまでの調査に準じて全国クリーニング
生活衛生同業組合連合会全国生命共済制度（以
下，生命共済）のデータを用いて現状調査を行っ
た。さらに，平成26年から平成30年の５年間
の調査の集計を行った。

Ⅱ．研究・調査方法

1．死因データベースの作成

　平成26年度から平成29年度に構築したデー

タベースに，平成30年度の死亡者のデータとし
て，生命共済加入者が死亡時に提出した共済金
請求書類（平成30年4月1日から平成31年3月
31日）に記載のあった，死因（死亡診断書又は
死亡証明書で確認），生年月日，死亡年月日，性
別，を追加し，平成30年度のデータベースを作
成した。更に，平成26年度から平成30年度のデー
タベースを統合した。データベースはMicrosoft�
Excel�2016を用いて作成した。死因は，死因簡
単分類表を用いてコード化した。調査の対象年
齢は40歳から74歳とした。

2．標準化死亡比

　（standardized�mortality�ratio:�SMR）の算出

　40歳から74歳を対象に，平成30年の男女別
の死因（全死因，悪性新生物）毎の実死亡数と，
平成30年人口動態統計調査結果を用いた全国
の年齢階級別死亡率をもとに算出した期待死亡
数を用いて，全死亡と全悪性新生物による死亡
について標準化死亡比（standardized�mortality�
ratio:�SMR）とその95％信頼区間を算出した。
期待死亡数の算出には，生命共済加入者数を用
い，事務局から提出を受けた令和元年10月１日
現在の資料を使用した。生命共済加入者数は，
15歳から75歳，男性2,894名（平均年齢54.9歳），
女性1,476名（平均年齢57.4歳）であり，その中で，
今回の調査の対象年齢である40歳から74歳の
男性2,662名，女性1,364名を用いた。SMRの算
出には，Microsoft�Excel�2016を用いた。
　平成26年から平成30年のデータベースにつ
いては，男女別の死因（全死因，悪性新生物）
毎の実死亡数，人口動態統計調査結果を用いた
全国の年齢調整階級別死亡率をもとに算出した
期待死亡数については，平成26年から平成30
年の５年間の平均を用いて全死亡と全悪性新生
物による死亡についてSMRとその95％信頼区
間を算出した。
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Ⅲ．研究結果

1．平成30年の結果

1-1．男女別死因別の集計

　死亡による生命共済金請求件数は，平成30年
度は15名（男性12名　女性３名）であった。こ
のうち，人口動態統計を利用するために，平成
30年１月１日から平成30年12月31日までに死
亡した14名（男性11名　女性３名）を解析対象
とし，男女別死因別に集計した。

1-2．性別死因別の人数（平成30年）

　男女別死因別の集計結果を表１に示す。死因
では急性心筋梗塞（n=２）が最も多く，残りの
12名については全て死因が異なっていた。

1-3．粗死亡率と標準化死亡比（平成30年）

　粗死亡率は，人口千人当たり，全死亡が男性
3.8，女性2.7，全悪性新生物による死亡は，男
性1.7，女性1.4であった。全死亡，全悪性新生
物による死亡のSMRを表２に示す。全悪性新
生物による死亡（N=７）には，食道がん，胃がん，
肝細胞がん，膵がん，肺がん，濾胞性リンパ腫，
急性骨髄性白血病を含めた。全死亡，全悪性
新生物による死亡ともに，全国と比較して低い
SMRが認められた。全死亡については，男性に
ついて，全国と比較して統計学的に有意にSMR
が低かったが，女性については差を認めなかっ
た。全悪性新生物による死亡については，全国
と比較して，統計学的にSMRの差を認めなかっ
た。

2．平成26年から平成30年のまとめ

2-1．男女別死因別の集計

　死亡による生命共済金請求件数は，平成26年
から平成30年で131名（男性107名　女性24名）
であった。

　 男性 女性

急性心筋梗塞 2 0

食道がん 1 0

胃がん 1 0

肝細胞がん 0 1

膵がん 1 0

肺がん 0 1

濾胞性リンパ腫 1 0

急性骨髄性白血病 1 0

脳出血，くも膜下出血 1 0

急性大動脈解離 1 0

肺炎 0 1

特発性細菌性腹膜炎 1 0

溺水 1 0

合計 11 3

表1　�40歳から74歳の生命共済加入者(男性2,662名，
女性1,364名)中の性別死因別の人数（平成30年）　

性別 SMR 95%信頼区間

全死亡　 男性 49.9 (26.3-92.3)

　 女性 62.9 (12.6-155.4)

全悪性新生物による死亡　 男性 55.5 (20.4-137.7)

　 女性 64.7 (11.2-261.0)

表2　全死亡，全悪性新生物のSMR�(平成30年）

2-2．性別死因別の人数

　男女別死因別の集計結果を表３に示す。死因
では肺がんが最も多く（n=16），次いで胃がん

（n=９），膵がん（n=８）の順であった。

2-3．粗死亡率と標準化死亡比

　粗死亡率は，人口千人当たり，全死亡が男性
6.7，女性2.9，全悪性新生物による死亡は，男
性3.5，女性1.8であった。全死亡，全悪性新生
物による死亡のSMRを表４に示す。全悪性新
生物による死亡（N=71）には，死因簡単分類の
コードで02103から02202を含めた。全死亡，
全悪性新生物による死亡については，全国と比
較して，過剰死亡は認められなかった。
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　 男性 女性

肺がん 12 4

胃がん 8 1

膵がん 7 1

肺炎 6 2

肝細胞がん 6 1

結腸がん 4 2

直腸がん 3 2

急性心筋梗塞 5 0

脳内出血 5 0

大動脈解離 3 1

肝硬変 4 0

その他の消化器疾患 4 0

敗血症 3 0

前立腺がん 3 0

膀胱がん 3 0

中枢神経系を除くその他の新生物 1 2

心不全 3 0

くも膜下出血 1 2

慢性閉塞性肺疾患 3 0

不慮の溺死及び溺水 2 1

食道がん 1 1

胆道がん 2 0

悪性リンパ腫 2 0

その他の悪性新生物 2 0

その他の神経系の疾患 2 0

その他の虚血性心疾患 2 0

その他の呼吸器系の疾患 1 1

慢性腎不全 1 1

自殺 1 1

乳がん 0 1

脳腫瘍 1 0

白血病 1 0

髄膜炎 1 0

脳梗塞 1 0

その他の脳血管疾患 1 0

化学物質中毒 1 0

不明 1 0

合計 107 24

表3　�生命共済加入者(平成26年；男性4,237名，
女性2,215名)中の性別死因別の人数�
（平成26年から平成30年）

性別 SMR 95%信頼区間

全死亡　 男性 84.7 (54.0-131.3)

　 女性 70.5 (25.2-177.2)

全悪性新生物による死亡　 男性 104.5 (55.3-192.2)

　 女性 87.1 (22.5-277.5)

表4　�全死亡，全悪性新生物のSMR�(平成26年か
ら平成30年）

Ⅳ．考察

　全国クリーニング生活衛生同業組合連合会が
運用する生命共済の死亡による生命共済金請求
の仕組みを活用して，平成26年から平成29年
に引き続き，平成30年について組合員の死亡状
況について検討を行った。さらに，平成26年か
ら平成30年までの５年間の結果をまとめて集計
した。平成30年については，過去４年間と異な
り，男性において全死亡のSMRが全国平均よ
りも低かった。一方で，５年間の集計の結果では，
全死亡，全悪性新生物による死亡ともに全国平
均と比較して差を認めなかった。
　全死亡については，平成30年の結果では，男
性において全死亡のSMRが全国平均より低かっ
たが，５年間をまとめた結果では，全国と比較
して，SMRに差を認めなかった。これらの結果
から，生命共済制度に加入している会員につい
ては，全国と比較して死亡率が高くないことが
確認できた。ただし，この結果をクリーニング
業従事者全体に一般化するには留意が必要であ
る。今回の調査の母集団である共済制度への加
入者数は，平成26年調査と比較して，男性が
4,237名から2,894名（31.7%減）に，女性が2,215
名から1,476名（33.4%減）に減少していた。こ
のことは，毎月の掛け金を支払う余裕のある，
比較的経営状況が良く，職場環境も良好なため
に，クリーニング業従事者全体と比較して相対
的に健康状態の良い加入者が残っていることの
結果への影響が年々強くなっている可能性があ
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ると考えられた。
　今回の調査では，全悪性新生物による死亡に
ついては，平成30年の結果でも，５年間の結果
でも過剰死亡は認めなかった。一方で，昭和56
年度（1981年度）から平成16年度（2004年度）
の死亡を集計，解析した調査では，悪性新生物
による死亡のSMRは，男性145（95％信頼区間：
135-166），女性164（143-187）であり，過剰死亡
を認めた22)。海外では，ドライクリーニングで
働く労働者のテトラクロロエチレンへの曝露に
よる発がんへの影響が指摘されているが，がん
による過剰死亡については一定の結論が得られ
ていない18-21,29,30）。一定の結論が得られない理由
としては，曝露の評価方法や調整している交絡
要因が影響していることがあげられている12）。
本研究の対象者は，クリーニング業に従事する
労働者と家族であるが，テトラクロロエチレン
への曝露についての情報は収集できていない。
また，上述したような生命共済への加入者の減
少による母集団の経済状況の変化とともに，テ
トラクロロエチレン曝露対策，衛生管理の推進，
施設，設備の改善や，テトラクロロエチレンを
使用する施設数の減少などのクリーニング業界
全体の職場環境改善も結果に影響している可能
性がある。

Ⅴ．結語

　平成30年の単年度調査については，男性につ
いて全国よりも全死亡のSMRが低い結果が得
られた。また，平成26年から平成30年の５年
間の調査をまとめた結果では，男女ともに全死
亡，全悪性新生物による死亡のいずれについて
も全国と比較してSMRに違いを認めなかった。
一方で，生命共済への加入者が急激に減少して
いることから，本調査の母集団は，クリーニン
グ業従事者の代表性という点から，偏りが大き

くなっていると考えられる。年々厳しくなる経
営環境の影響で，クリーニング業従事者の社会
的な健康リスクは高い状況にあると考えられる。
また，我々は，平成26年度の調査で会員向けに
健康状況の調査を行い一般健康診断やがん検診
の受診率が低いことを把握した。このように，
クリーニング業従事者の健康状態を把握する必
要性は高いと考えられることから，できるだけ
多くのクリーニング業従事者を対象に，生命共
済を活用した死亡状況の調査だけではなく，保
健行動や健康状況を定期的に把握する調査の枠
組みの構築が必要であろう。
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あ と が き
～ 46年間のご支援に感謝して～

　昭和 49（1974）年に発足した本研究委員会によって行われた「クリーニングと公衆衛生に

関する研究」はクリーニングに関連する公衆衛生学的課題に焦点を当て、クリーニングに求

められる感染症予防などの社会的役割を果たすために、クリーニングに用いられる溶剤など

の基本的データの蓄積を行うとともに、クリーニング従事者の健康保持のための毒性学的知

見や疫学的知見などの研究を行い、必要に応じて厚生労働省に解決策を提言し、高い評価を

得て参りました。クリーニング業界を取り巻く情勢の変化などを鑑み、本委員会の社会的使

命も一定程度果たせたとの判断から、本年度をもってこの委員会はいったんの区切りとする

ことになりました。長年にわたるご支援、誠に有難うございました。

　今年度の課題のうち２つの研究は、感染症予防につながる殺菌に関連する研究でした。洗

剤の抗菌活性を検討する検討により、クリーニングに使用される洗剤は、大腸菌、緑膿菌、

セレウス菌に確実に殺菌効果を示し、その効果は環境細菌により影響を受けることがないこ

とがわかりました。直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウムの殺菌作用を定量化するた

めに開発された DNase-qPCR 法の評価に関しては、死菌に含まれる DNA による影響が考

えられるために、今後の検討を要します。

　クリーニング店に持ち込まれる衣類に付着した真菌に関する研究については、健康に有害

な真菌は検出されず、会員の有害な真菌への不安解消につながるものと評価できます。

　石油系溶剤やテトラクロロエチレンの皮膚角化細胞への影響を検討する研究では、真菌成

分による細胞の活性化があるという条件下では、炎症がサイトカインを介して起こる可能性

が示唆され、今後よりいっそうの溶剤取り扱いの注意と職場衛生の徹底が求められます。

　健康管理に関しては、クリーニング業従事者の全死亡、悪性新生物（がん）による死亡が、

一般集団に比べて過剰であるかどうかについての検討が行われ、一般の集団と比べて、クリー

ニング業従事者に死亡全体とがんについて差はありませんでした。但し、研究を再開して数

年であり、今後も継続して死亡データの蓄積を行う必要があります。

　今後、新たに委員会を立ち上げ、より時代の状況に適合した研究を行うことを計画中と聞
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いております。新しい委員会の活動に期待致すとともに、今一度、クリーニング業界を取り

巻く情勢が厳しい中、ご支援頂いたことに心よりの感謝を申し上げます。現在、新型コロナ

ウイルス感染症の流行により、感染症予防に関する社会の意識が格段に上がり、クリーニン

グ業界の社会的貢献がより大きく求められる時代となって参りました。最後となりましたが、

会員皆様のご自愛と今後のご活躍を祈念致します。

� （相澤好治、角田正史　記）
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